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情報誌の名称の『知・る・く』は、「シルク」の事を「知る」、「シルク」の街を「歩く」という意味が込められており、３つの

フレーズを融合させた造語です。 

「知」の「ﾛ」部分は絹糸をイメージ。同時にシルクの無限大（∞）の可能性も表現しています。「く」の下部には靴をあしらい、

街を歩くイメージと協議会の前進の意味を込めました。 
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群馬県富岡市の取り組み紹介 

 平成 26 年６月に「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録、同年、富岡製糸場

の東置繭所・西置繭所・繰糸所の３棟が国宝に指定され、連日、大勢の観光客で賑わう富

岡市の取り組みをご紹介します。 

富岡市のシルクに関する取り組み紹介 

群馬県富岡市世界遺産部富岡製糸場戦略課 

平成 26 年 6 月に「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録され、同年に富岡製糸

場の東置繭所、西置繭所、繰糸所の 3 棟が国宝に指定されました。富岡製糸場の世界遺産

登録は、日本の養蚕・製糸技術が、海外に与えたインパクトを評価するものです。そして、

その評価は、先人達のものづくりの精神を継承している日本の蚕糸・絹業に、「富岡シルク」

を含めて再度スポットを当てる契機となりました。 

このような状況を踏まえ、世界遺産・国宝にふさわしい取組みとしてどのようなことが

できるか？ということを模索しながら、富岡市が今年度実施したシルクに関する主な取組

を紹介いたします。 

（１）市民養蚕 

富岡市は、かつて養蚕の盛んな地域で、富岡製糸場が設立された 1 つの要因にあげられ

ます。繭生産量は昭和 43 年を最盛期に年々衰退の一途をたどり、平成 21 年度約 7,426.4kg

あったものの、平成 26 年度には約 4,176.0kg と 5 年間で約 3,000kg も減少し、養蚕農家戸

数にいたっては、現在 12 戸と激減してしまいました。 

しかし、平成 27 年度は新たに地域の 2 団体と企業 1 社の参入、また既存農家の掃立て量

の増加で、32 ぶりに繭生産量を増加させることができました。 

この「養蚕」を今後も絶やさないためには、世界遺産の伝承の意味も含め、市全体で養

蚕へ取り組む必要があると考え、養蚕を体験してもらうことで薄れている養蚕への理解と

富岡製糸場の世界遺産登録の意義を理解することを目的に新たに「市民養蚕」事業を始め

ました。 

蚕 100 頭、人工飼料、段ボール蔟、飼育容器を 1 セットとして、春蚕期、夏蚕期、晩秋

蚕期、3 蚕期行い、延べ 416 名 756 セット取り組んでいただく結果となりました。 
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申込み者の中には、個人のほか、保育園や幼稚園、小中高校、民間企業、お年寄りのい

る福祉施設の皆様からもご協力をいただき、収繭量は、春 48.25kg、夏 30.43kg、晩秋 30.03kg

合計 108.71kg と集まりました。この繭は富岡製糸場内で行っている、上州座繰りの実演・

体験、フランス式繰糸器の実演用の繭として、有意義に活用させていただいております。

参加者からの声は大変好評で、次年度も続けてほしいという要望もあり、富岡市として継

続してこの「市民養蚕」事業を展開していきます。 
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（２）シルクギャラリーオープン 

富岡市は平成 20 年に「富岡シルクブランド協議会」を設立し、川上である養蚕農家・製

糸会社から、川下にあたる小売業者までが協力し、生産から販売までを行う蚕糸・絹業提

携グループを形成し活動しています。 

この川上から川下までを循環させるためには、川下であるシルク製品の販売、販路拡大

をさせることが急務でした。 

その中で、平成 27 年 4 月、富岡製糸場東置繭所の公開範囲の拡大に併せ、「富岡シルク」

に特化した展示・販売スペースを設けました。シルクの価値を、目で見て触れてもらうこ

とで、来場者の方々へ理解していただける場として、富岡製糸場のもと「富岡シルク」の

ブランド構築にむけて発信しています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【富岡シルクギャラリー】 

 

群馬県富岡市富岡 1－1 

富岡製糸場東置繭所南側 

TEL／0274-64-0005 

会場時間／9時～17時 

(最終入場 16時 30分） 

 入場料／なし 

（別途、富岡製糸場入場料が必要） 

休場日／年末（12/29～12/31）担当／富岡製糸場戦略課 
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（３）S.SHOBEY 展  

本企画展は、S.SHOBEY（椎野正兵衛商店）の所蔵するドレッシング・ガウンやスカー

フをはじめとする幕末・明治期に海外に輸出された絹製品や、見本帳などの資料、現在制

作されている美しく繊細な絹製品の数々を展示したものです。期間は、平成 27 年 5 月 16

日～6 月 14 日で、富岡製糸場東置繭所にて実施しました。 

椎野正兵衛は、安政 6 年（1859）開港と同時に、横浜で椎野正兵衛商店として店を構え

ました。椎野正兵衛は＜S.SHOBEY Silk-store＞という英文の看板をかかげ、英文広告を

出し、グローバルなセンスで絹ビジネスを世界に展開し、横浜を代表する大実業家となり

ました。 

富岡製糸場と椎野正兵衛商店は、明治 6 年（1873 年）のウィーン万国博覧会において双

方メダルを獲得し、日本の絹製品と絹文化を世界に発信し、多くの同業者達の先鞭をつけ

たという共通の歴史があります。その後、椎野正兵商店は一度店を閉じますが、平成 14 年

に 4 代目にあたる椎野秀聰氏により復興されました。時を経て、平成 20 年の洞爺湖サミッ

トにおいて、G８首脳夫人に贈呈された風呂敷を富岡市が担当、同商店に作成いただきまし

た。また、その翌年には富岡市と同商店との共同でダブルネーム・スカーフを作成してい

ます。 

幕末・明治期に輸出された同商店の絹製品は、品質やデザインを追求し、海外の市場や

モードにも影響を与えた「ジャポニスム」の象徴であることを、本企画展を通じて認識で

きました。また同時に、日本のシルク製品における、ものづくりの「確かさ」を感じるこ

とができました。 

また、展示会最終日には、（公財）京都服飾文化研究財団理事の深井晃子様、横浜市史資

料室調査研究員の平野正裕様を講師に迎え、講演会及びパネルディスカッションを行いま

した。モードにおけるジャポニスムと、生糸・絹物貿易という視点から、シルクへの理解

を深めることができました。     
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（４）ウズベキスタン展 

本企画展は、駐日ウズベキスタン大使館、東京農工大学科学博物館と連携し、ウズベキ

スタンの養蚕や伝統的絹織物の展示、中央アジアに位置するウズベキスタンの世界遺産等

を紹介したものです。期間は、平成 27 年 12 月 5 日～平成 28 年 1 月 17 日で、富岡製糸場

東置繭所にて実施しました。 

 ウズベキスタンには 4 つの世界遺産があります。いずれも、歴史上の重要な段階を物語

る建築物、科学技術あるいは景観の優れた例として評価されているものです。この美しく

壮観な世界遺産を「ウズベキスタン・世界遺産 4 都市に溢れる建築美」と題して、写真家

である秋野深様の全面的なご協力によりパネル展示をしました。 

 また、ウズベキスタンでは、シルクロードの伝統産業として、養蚕は今日も脈々と受け

継がれており、フェルガナ州マルギランは、国内第 1 位の繭・織物の生産量を誇っていま

す。 

平成 27 年 4 月に富岡市長が訪問したマルギランのヨドゥゴルリク・シルク工場では、農

民たちから繭を購入し、伝統的な技法を用いて生糸を作っています。その生糸で、「マルギ

ラン・アトラス」と呼ばれる矢絣紋様の色彩鮮やかな先染め織物が手作業にてひとつひと

つ丁寧に制作されており、それらの生産工程を紹介しました。アトラスをはじめとする伝

統的衣装のほか、陶器や木工細工などの工芸品を、駐日ウズベキスタン大使館及び東京農

工大学准教授の川端良子様から所蔵品をお借りして展示しました。 

東京農工大学では「ウズベキスタン共和国

シルクロード農村副業復興計画プロジェク

ト(JICA 受託事業)」を実施し、同国の伝統

工芸である絹織物アトラスによる工芸品を

製品化し、農家の副業として定着させ、女性

の地位向上と自立化を支援しています。今回、

同プロジェクトの紹介パネルを展示すると

同時に、同プロジェクトの一環で製品化され

たアトラス小物「Cocoon」や、応募作品な

ども展示しました。 

本企画展を通じて、異国情緒漂うウズベキ

スタンの文化と、繊細なデザインや鮮やかな

色彩に触れることができました。また、「世

界遺産」と「シルク産業」という共通の地域

資源をテーマとし、ウズベキスタンと富岡製

糸場双方の PR を図ることができました。 
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また、展示初日のオープニングセレモニーには、駐日ウズベキスタン大使のファルフ・

トゥルスノフ閣下にもご列席いただき、シルクロードダンスアンサンブルによるウズベキ

スタンダンスが花を添え、大変賑やかな幕開けとなりました。そして、展示期間中には、

元在ウズベキスタン特命全権大使の中山恭子様、前述の秋野様、川端様にもご講演いただ

き、ウズベキスタンへの理解を深めることができました。 

 結びにあたり、協議会関係者の皆さまと連携させていただきながら、日本のシルク産業・

シルク文化の振興と発展に少しでも当市が貢献できればと考えております。 

 



しまみち子直矢

吉田俊男



会員自治体の情報（茨城県結城市） 
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きもので結城の街並みを散策してみませんか？（茨城県結城市） 

 
 

「きものｄａｙ結城」が開催されました !！（茨城県結城市） 

 歴史的な街並みを，思い思いのきもので散策する「きものｄａｙ結城」が平

成 27 年 11 月 14 日・15 日開催されました。今回で 7 回目を迎え，初日は雨に

も関わらず，北は秋田県より西は香川県と遠方から多くの方にご来場いただき

ました。市民情報センター市民ひろばでは，結城紬大使であるきくちいまさん

と宮本貴奈さんによるトークショーやコンサートを実施し，抽選会も大変盛り

上がりました。また，平成 28 年も開催いたしますので，ご来場お待ちしており

ます。  

 

  

 

 

結城紬きもの貸し出し事業はじめました！  

 結城紬のＰＲを目的に，市が保有している「結城紬きもの」の貸

し出し事業がスタートしました。この機会に結城紬の着心地を体験

してみませんか？なお，着付けを希望する場合はお手伝いしますの

でご相談ください。  

○料金  

＜男物＞きもの一式 1,500 円  

＜女物＞きもの一式 1,000 円  

※足袋，草履，肌着はご用意ください。  

○貸出期間 原則１日  

 

【問合先】0296-32-1111 

（結城市役所産業振興課内）  

 

最高の着心地を体験してみよう  
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足利織物伝承館リニューアルオープン（栃木県足利市） 

 

足利織物伝承館は、織物をとおして足利のまちの歴史に触れていただくための小さな

ミュージアムです。明治・大正・昭和の近代足利織物の関係資料が中心に展示され、織

物の歴史から現代の繊維に至るまでを分かりやすく紹介しています。このたび、昭和

61 年にオープンした施設に、市内企業で生産・加工された繊維製品等の展示や手染め

などが体験できるスペースを新たに併設し、平成 27 年 11 月 21 日にリニューアルオー

プンしました。リニューアルオープンを記念して「Ａ Ｒｏｍａ ローマへ～海を渡る

足利「VIVID」銘仙展」が平成 28年 2月 28日㈰まで開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足利織物伝承館 

栃木県足利市通３丁目２５８９ 足利織物会館２階 

☎０２８４－２２－３００４ 

開館時間/午前１０時～午後４時 

入 館 料/無料 

休 館 日/月曜日（月曜日が祝日の際は翌火曜日）、 

年末年始など 
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シルクのまちづくり市区町村協議会・構成団体等一覧 
（平成 28年 3月 3日現在） 

■会員（２６団体） 
1 山形県鶴岡市 10 新潟県十日町市 19 京都府京都市 

2 山形県長井市 11 新潟県小千谷市 20 京都府宮津市 

3 山形県白鷹町 12 新潟県南魚沼市 21 京都府京丹後市 

4 福島県川俣町 13 石川県金沢市 22 京都府与謝野町 

5 茨城県結城市 14 山梨県富士吉田市 23 愛媛県西予市 

6 栃木県足利市 15 山梨県西桂町 24 鹿児島県鹿児島市 

7 栃木県小山市 16 長野県岡谷市 25 鹿児島県奄美市 

8 群馬県富岡市 17 長野県駒ヶ根市 26 鹿児島県龍郷町 

9 東京都新宿区 18 滋賀県長浜市   

 ◇役員 

  会 長 京都府京丹後市（市長 中山 泰） 

  副会長 山形県鶴岡市・福島県川俣町・群馬県富岡市・石川県金沢市・長野県岡谷市・

京都府与謝野町・愛媛県西予市 

  監 事 山梨県西桂町・京都府宮津市 

 
■特別会員[オブザーバー] 

農林水産省、経済産業省関係部署担当課長 
 

■顧問（１１名） 
◎ファッションジャーナリスト 

清水 早苗氏 ジャーナリスト／クリエイティブ・ディレクター 

◎クリエーションコーディネーター 
松田 正夫氏 繊維・未来塾 塾長／（株）大阪繊維リソースセンター特任顧問 

岡田 茂樹氏 鶴岡 kibiso プロデューサー／元東京ファッションデザイナー協会議長 

◎テキスタイルデザイナー 
須藤 玲子氏 株式会社布取締役 

酒井 美和子氏 （有）ＧＢカンパニー代表取締役 

福井 健二氏 K.FUKUI PERSONAL OFFICE&EA 主宰 

永森 達昌氏 オフィス・ナガモリ代表 

◎和装 
早坂 伊織氏 着物伝承家 

笹島 寿美氏 着装コーディネーター・帯研究家 

◎研究機関 
玉田 靖氏      信州大学繊維学部 教授 

      長島 孝行氏    東京農業大学 農学部農学科 教授（農学博士） 

 

■協賛者等（２６団体） 
 ◎蚕糸団体 

   （財）大日本蚕糸会,（社）日本生糸問屋協会,中央蚕糸協会,碓氷製糸農業協同組合,蚕糸・絹業提

携グループ全国連絡協議会 

◎産地織物組合 
鶴岡織物工業協同組合,福島県絹人繊織物構造改善工業組合,小千谷織物同業協同組合,山梨県

絹人繊織物工業組合,滋賀県絹人繊織物工業組合,丹後織物工業組合,本場大島紬織物協同組合,

本場奄美大島紬協同組合 

◎絹業団体 
  全国染色協同組合連合会,全国染織連合会,京友禅協同組合連合会,京都工芸染匠協同組合,日本

織物中央卸商業組合連合会,(社)全日本きもの振興会,（社）全日本きものコンサルタント協会,(財)

シルクセンター国際貿易観光会館（シルク博物館）,東京ネクタイ協同組合,日本繊維輸入組合,新

宿区染色協議会 

◎その他団体 
   GS世代研究会,NPO日本染織文化振興会 
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古来よりわが国に伝わる尊い宝、絹。 
絹を用いる産業、すなわちシルク産業は、地域経済の中で重

要な役割を果たし、地域の生活や風土に根付いた産業として
我々の地域とともに発展してきました。同時に、悠久の歴史の
中でこれら産業が培った技術により生み出される製品は、地域
文化を育むと同時に、わが国文化の根幹に大きく関わり、地域
の価値や日本の品格を伝えるものとして、産業・文化の両面で
貢献しています。 
 ところが、社会・生活環境が急激に変化する中で、現在では
資源の枯渇化や人材の不足、市場の縮小による需要減少など、
地域のシルク産業の発展に支障が生じているとともに、近代
化・平準化の中でわが国固有の誇りある文化の風化が危惧され
ているところです。 
一般的に、シルク製品は、養蚕、製糸、織物、染色など多段

階の工程の中で、それぞれに長年にわたって極められた究極の
技術が、完璧なまでに調和され完成されます。またそのものづ
くりは、技術者同士の厚い信頼と連携の上に成り立ち、日本が
誇るものづくりの原点ともなっています。さらに、世界におい
てもシルクは、かつてシルクロードという長大な交易ルートを
創造し、産業を活性化するとともに東西文化の交流を育んでき
ています。すなわちシルクは、単なる繊維素材ではなく、歴史
的にも経済社会の様々な断面を相互に発展に導く共通のきずな
であり、今後においてもシルクを通じた「連携」「国際展開」
「産業活性化」「文化交流」などによって、様々な分野の未来
に多くの示唆と可能性を与えてくれるものであると確信します。 
こうしたシルクの持つ意味を改めて認識し、シルクに関連す

る産業、またはシルクに関係する歴史・文化を持つ市区町村が
連携し、「シルク産業の活性化」や「シルク文化を活用した魅
力ある地域づくり」など、シルクの意味を活用して新たな展望
を切り開くため、「シルクのまちづくり市区町村協議会」を設
立します。 

 
平成２２年１月２６日 

 



【この情報誌に関するお問い合わせ先】 

シルクのまちづくり市区町村協議会事務局 

（京丹後市商工観光部商工振興課） 

〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野 353番地の 1 

TEL：0772-69-0440／FAX：0772-72-2030 

メール：shokoshinko@city.kyotango.lg.jp 

ホームページ：http://www.kyotango.net/silk/index.html 
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